
2013 年 4 月 16 日

各 位

オリックス・ゴルフ・マネジメント合同会社

オリックス･ゴルフ･マネジメント合同会社（本社：東京都目黒区、社長：小池 正昭、以

下「OGM」）は、運営するゴルフ練習場「OGM ゴルフプラザ神戸」（所在地：兵庫県神戸市、

以下「GP 神戸」）において、2013 年 4 月 27 日（土）から 6 月 30日（日）までの期間、リ

ニューアルを記念したイベントを実施しますのでお知らせします。

今回のリニューアルにより、人工芝の張り替え、ボールの入れ替え、喫煙室の設置など

の練習環境の向上を図るほか、スコアアップに繋がるクラブ診断が可能な弾道測定器をク

ラブハウス内に設置します(※1)。4 月 27 日（土）から 5 月 6 日（月）までのゴールデンウ

ィーク（以下、「GW」）中に開催するリニューアル記念イベントでは、UST Mamiya によるク

ラブフィッティングや無料レッスン会などの日替りイベントや、毎日行われるプロショッ

プ現金お買い上げキャンペーンの実施など盛りだくさんの内容となっています。また、GW

中は営業時間を延長し、特別料金にて営業いたしますので、この機会にぜひご来場くださ

い。

※1：ボールの入れ替えは 2013 年 6 月に実施予定です。

【イベント内容【イベント内容【イベント内容【イベント内容及び開催期間及び開催期間及び開催期間及び開催期間】】】】

①①①① USTUSTUSTUST MamiyaMamiyaMamiyaMamiya フィッターによるクラブフィッティング・・フィッターによるクラブフィッティング・・フィッターによるクラブフィッティング・・フィッターによるクラブフィッティング・・ 4444 月月月月 27272727 日日日日

②②②② eeeelitelitelitelitegripsgripsgripsgrips グリップグリップグリップグリップ交換会・・交換会・・交換会・・交換会・・ 4444 月月月月 27272727 日日日日

③③③③ セガレックチェック（セルフスイング診断機）使用料無料・・セガレックチェック（セルフスイング診断機）使用料無料・・セガレックチェック（セルフスイング診断機）使用料無料・・セガレックチェック（セルフスイング診断機）使用料無料・・ 4444 月月月月 27272727 日～日～日～日～5555 月月月月 6666 日日日日

④④④④ プロショップ現金お買い上げキャンペーン・・プロショップ現金お買い上げキャンペーン・・プロショップ現金お買い上げキャンペーン・・プロショップ現金お買い上げキャンペーン・・ 4444 月月月月 27272727 日～日～日～日～5555 月月月月 31313131 日日日日

⑤⑤⑤⑤ 練習すれば賞品がもらえる「練習の鬼練習すれば賞品がもらえる「練習の鬼練習すれば賞品がもらえる「練習の鬼練習すれば賞品がもらえる「練習の鬼」」」」・・・・・・・・ 5555 月月月月 1111 日～日～日～日～6666 月月月月 30303030 日日日日

⑥⑥⑥⑥ 無料レッスン会・・無料レッスン会・・無料レッスン会・・無料レッスン会・・ 5555 月月月月 3333 日～日～日～日～5555 月月月月 6666 日日日日

⑦⑦⑦⑦ 先着で粗品進呈「お客様感謝祭先着で粗品進呈「お客様感謝祭先着で粗品進呈「お客様感謝祭先着で粗品進呈「お客様感謝祭」」」」・・・・・・・・ 5555 月月月月 6666 日日日日

⑧⑧⑧⑧ ペットボトルペットボトルペットボトルペットボトル 1111 本サービス・・本サービス・・本サービス・・本サービス・・ 5555 月月月月 6666 日日日日

⑨⑨⑨⑨ 練習場会員になろう！「入会キャンペーン練習場会員になろう！「入会キャンペーン練習場会員になろう！「入会キャンペーン練習場会員になろう！「入会キャンペーン」」」」・・実施中～・・実施中～・・実施中～・・実施中～5555 月月月月 31313131 日迄日迄日迄日迄

【ゴールデンウィーク営業のご案内】【ゴールデンウィーク営業のご案内】【ゴールデンウィーク営業のご案内】【ゴールデンウィーク営業のご案内】

○○○○ 営業時間営業時間営業時間営業時間

GW 中は 5:30～24:00 の営業となります。さらに 4月 27 日（土）、5 月 4日（土）に限り、

25:00 まで営業します。5 月 7日（火）からは月曜日を除く営業開始時間を従来より1 時間

早めの 6:00 からとし、ラウンド前にもお立ち寄りいただけるよう営業します。

○○○○ 特別料金特別料金特別料金特別料金

この他、GW限定で打ち放題プラン（60分/900 円～120 分/1,300 円）もご用意しております。

OGMゴルフプラザ神戸

リニューアル記念イベントを４月２７日より開催

～弾道測定器の室内設置、人工芝の張り替えなどで、練習環境を向上～

※2：別途打席料 315円が必要となります。

※3：3F打席はカゴ出しとなります。

（ ）内は通常料金となり、曜日により変

動します。

メンバー ビジター ※2 ３F ※3

5円　（7～10円） 6円　（9～12円）

7円　（10～12円） 8円　（11～13円）

5円

（5～10円）

早朝～9:00

9:00～LAST



GP 神戸は、天然芝を含む 233 ヤード、120 打席を有し、国内有名メーカー製ウレタンツ

ーピースボールを採用している本格的な練習場です。イオンモール神戸北、神戸三田プレ

ミアム・アウトレット横に位置し、営業時間も長いことから、仕事帰りやプレー前の練習

にも最適です。

また女性には、平日に限り練習ボール 20 球をプレゼントしているほか、月 1回のネイル

出張サービス（有料）をご提供しています。広く綺麗なパウダールームも無料でお使いい

ただけますので、ぜひご利用ください。

OGM は、今後も、｢先進｣「安定」「満足」の企業理念のもと、「1 日を、大切にするゴル

フ場へ。」をサービスブランドに掲げ、さらなるサービス向上に努め、ゴルファーの皆さま

から、より一層愛されるゴルフ場を目指してまいります。

＜本件リリースに関するお問い合わせ先＞

広報担当：古田(コダ)・小松

TEL：03-5487-0562 http://www.orix-golf.jp/

＜イベントに関するお問い合わせ先＞

OGM ゴルフプラザ神戸

TEL：078-986-1172 http://www.orix-golf.jp/gp_kobe/

【イベントの詳細】【イベントの詳細】【イベントの詳細】【イベントの詳細】

①①①① USTUSTUSTUST MamiyaMamiyaMamiyaMamiya によるによるによるによるクラブフィッティング・・クラブフィッティング・・クラブフィッティング・・クラブフィッティング・・ 4444 月月月月 27272727 日日日日

練習で「技術」を磨くことは大切ですが、「もっとボールを遠くに飛ばしたい。」「ボ

ールをコントロールしたい。」などの欲求を満たすためには、ご自身に合った「最適ク

ラブ」を選ぶことも重要とされています。

GP神戸では、トッププロのクラブフィッターとして活躍し、ゴルフ雑誌等で紹介さ

れている UST Mamiya 浅谷 理 氏をお招きし、新しい切り口のフィッティングシステム

をご紹介します。また、新たに設置された「弾道測定器」を使用した「目からウロコ」

のフィッティングイベントを開催します。貴重なチャンスですので、ぜひご利用くだ

さい。

②②②② eeeelitelitelitelitegripsgripsgripsgrips グリップグリップグリップグリップ交換会・・交換会・・交換会・・交換会・・ 4444 月月月月 27272727 日日日日

クラブと体の唯一の接点であるグリップがスイングに大きな影響を及ぼすことは言

うまでもありません。今回はエリートグリップ社の特別協力により、通常 1,700～2,300

円の商品を、工賃込みで 1,500 円という特別価格にてご提供させていただきます。

お気に入りのクラブを長持ちさせるためにも、この機会にぜひご利用ください。

120 打席のドライビングレンジ広く綺麗な女性パウダールーム室内に設置された弾道測定器



③③③③ セガレックチェックゴルフ使用料無料・・セガレックチェックゴルフ使用料無料・・セガレックチェックゴルフ使用料無料・・セガレックチェックゴルフ使用料無料・・ 4444 月月月月 27272727 日～日～日～日～5555 月月月月 6666 日日日日

スイングを前と横の 2 方向から同時撮影するとともに、ヘッドスピード、ボールス

ピード、ミート率も計測可能なレックチェックが、通常 30 分 300円のところ、期間中

は無料でご利用いただけます。プロとのスイング比較が可能ですので、ご自身のスイ

ング診断としてご活用ください。GW 最終日の 5月 6 日（月）には、レックチェック利

用のドライビングコンテストも開催します。

④④④④ プロショップ現金お買い上げキャンペーン・・プロショップ現金お買い上げキャンペーン・・プロショップ現金お買い上げキャンペーン・・プロショップ現金お買い上げキャンペーン・・ 4444 月月月月 27272727 日～日～日～日～5555 月月月月 31313131 日日日日

通常は、お買い上げ金額の 5％分のポイントを付与しますが、期間中、現金のご利用

に限りさらに 2％プラスし、合計で 7％分を付与します。

⑤⑤⑤⑤ 練習すれば賞品がもらえる「練習の鬼練習すれば賞品がもらえる「練習の鬼練習すれば賞品がもらえる「練習の鬼練習すれば賞品がもらえる「練習の鬼」」」」・・・・・・・・ 5555 月月月月 1111 日～日～日～日～6666 月月月月 30303030 日日日日

会員限定で、1ヶ月間のボール代を 1 万円以上ご利用の方に賞品プレゼント。ゴルフ

シーズン到来のこの季節、同じ練習をするならお得な「練習の鬼」プランがおすすめ

です。

⑥⑥⑥⑥ 無料レッスン会・・無料レッスン会・・無料レッスン会・・無料レッスン会・・ 5555 月月月月 3333 日～日～日～日～5555 月月月月 6666 日日日日

初心者を対象に GP 神戸所属プロによる無料レッスン会を行います。ゴルフ初心者の

方には一押しの企画です。

⑦⑦⑦⑦ 先着で粗品進呈「お客様感謝祭先着で粗品進呈「お客様感謝祭先着で粗品進呈「お客様感謝祭先着で粗品進呈「お客様感謝祭」」」」・・・・・・・・ 5555 月月月月 6666 日日日日

当日 ICカードに 5,000 円以上の入金をいただいた皆さまを対象に、先着 200 名様に

粗品を進呈します。

⑧⑧⑧⑧ 飲料飲料飲料飲料ペットボトルペットボトルペットボトルペットボトル 1111 本サービス・・本サービス・・本サービス・・本サービス・・ 5555 月月月月 6666 日日日日

当日、GP 神戸にて練習いただいた皆さまにペットボトルを 1 本プレゼントします。

⑨⑨⑨⑨ 練習場会員になろう！「入会キャンペーン練習場会員になろう！「入会キャンペーン練習場会員になろう！「入会キャンペーン練習場会員になろう！「入会キャンペーン」」」」・・・・・・・・ 5555 月月月月 31313131 日迄日迄日迄日迄

期間中、入会金（3,150 円）と 6ヶ月分月会費（1,575 円）を一括でお支払いいただ

いた方へ、3,150 円分をポイントバック（入会金全額ポイントバック）します。

※イベント内容は変更となる場合がございます。

以 上

【施設概要】【施設概要】【施設概要】【施設概要】

名名名名 称称称称： OGM ゴルフプラザ神戸

所 在所 在所 在所 在 地地地地： 兵庫県神戸市北区上津台 9-3-1

T ET ET ET E LLLL： 078-986-1172

営業時間営業時間営業時間営業時間： 月 ／ 9:00 ～24:00 （3～12 月）

火～金 ／ 7:00 ～24:00 （3～12 月）

／ 6:00 ～24:00 （5月 7 日より）

土 ／ 5:30 ～25:00 （3～12 月）

日祝 ／ 5:30 ～24:00 （3～12 月）

打 席打 席打 席打 席 数数数数： 120 打席（1･2F オートティアップ、3F セミオートティアップ）

距距距距 離離離離： 233ヤード

付帯設備付帯設備付帯設備付帯設備： バンカー練習場、パッティンググリーン、プロショップ＆工房、

カフェテリア（軽食コーナー）

アクセスアクセスアクセスアクセス： 六甲北有料道路 長尾ランプより 2km約 5 分

神戸三田プレミアム・アウトレット横

駐 車駐 車駐 車駐 車 場場場場： 150 台大型駐車場



【ＯＧＭ運営 43施設】（ゴルフ場 40 ヵ所、練習場 2 ヵ所、インドアスクール 1 ヵ所）

【サービスブランド】


